町行政懇談会
町民対話プロジェクト報告
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町では「町民主役のまちづくり」の観点から、町民の意見・要望
を町行政に反映させるために、令和３年 月 日から 月 日まで
町行政懇談会・町民対話プロジェクトを 回開催し、 人の町民の
方に参加していただきました。
主な意見・要望をご紹介します。

に建設する要望があったと思

ていない。関係各所から早急

は、コロナ禍により建設出来

Ｑ．ひまわりの里の新展望台

だが、利益が出る可能性は十

など負の側面が注目されがち

定的な使用による費用対効果

は、維持管理費や１ヶ月の限

Ｑ．ひまわりの里の新展望台

分にあると思うので実施を進
めてほしい。

Ａ．ひまわりの里の入場料や

わりの里全体の運営管理費を

年度に実施設計、令和５年度

現在の展望台は危険性が高

検討し、持続可能且つ魅力的

駐車場料金、ひまわりの里の

く使用できないため、新展望

な観光施設を目指して参りた

に建設と、当初からの計画ど

台の建設までは仮の展望台を

いと考えております。

新展望台の入場料金などひま

設置し対応します。

おり進めております。

和３年度に基本設計、令和４

Ａ．新展望台については、令

うが、いつ頃建設予定なのか。
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おります。

せて進めていきたいと考えて

ためにひまわりの里整備も併

また、町の魅力を向上する

す。

層の支援に取り組んでいきま

り組んでいますが、今後も一

援には町として力を入れて取

Ａ．新規就農支援や子育て支

力を入れて欲しい。

建設するより定住促進対策に

Ｑ．ひまわりの里の展望台を

11
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Ｑ．公共施設再配置計画につ
生 え て い る 箇 所 が あ る。 ま

Ｑ．バスの待合所にカビ等が
定はないのか。

Ｑ．旧Ａコープ跡地の活用予

るワクチンパスポートは行政

Ｑ．新型コロナ感染症に対す

か。

ベースのものが発行されるの

いて、小中学校は今後は１つ
Ａ． 何 案 か お 示 し し ま し た
が、賛同が得られませんでし

います。利便性の高い立地の

ません。

お願いするという要請はあり

いと言われております。ただ

ては、ＮＴＴから回答出来な

は急がなくても良いですが、

マイナンバーカードの作成

２月の町長室開放デーは、２４日（木）です。

た、町外の利用者が汚してい
そういった経費に関する補

を対象としたワクチン接種証

Ａ．国によるスマートフォン

現在はプランターを設置

明書アプリの運用が開始され

た。

る補助の増額、待合所の外装

し、イベント時等には駐車場

ましたが、町の方には推奨を

ため、どう使用するか慎重に

し、遅れていた敷設工事につ

使う場面も増えてきているの

佐野町長とのふれあいプロジェクト

の建物に集約する予定なのか。
Ａ．学校施設長寿命化計画で
助の検討、燃料費高騰に対す

くケースも増えている。
年に新しい校舎を

建設予定です。新築する場合
清掃を年に１回もしくは２年

として活用する形で対応して

は、令和
には、共有できる施設（体育
に１回は町で行ってほしい。
Ａ．全町的にバス待合所の現

進めている段階であります。

Ａ．指定管理委託業者と調整

いてはＮＴＴより年度内に完

で役場で実施している夜間や

だきますようお願い致します。

皆様お気軽に町長室にお越し下さい。

館など）は共有して活用する
ただ現状としては、例えば
場状況を確認し、清掃の対応

ら、随時お知らせして参りま

ことも検討しています。
近隣市町と統合するなど様々
をします。また、夏場の管理

新しい情報がありました

な選択肢も検討している状況

す。
Ｑ．光ファイバーの敷設整備

費も含めて補助額の増額につ

です。
いて再度検討します。

はどこまで進んでいるのか。

いて、町内の交付状況を教え

Ｑ．マイナンバーカードにつ
ケートで光ファイバーの敷設

てほしい。

月に実施されたアン

Ｑ．スキー場のロッジから駐

工事の希望者は何件か。

また、
車場にかけての道が暗いので

し、簡易照明を設置しました。

成する目途がついた旨の報告

休日のマイナンバーカード交

対応してほしい。
Ａ．

月 １ 日 現 在 で ３ ７．
Ａ．具体的な進展状況につい

Ｑ．筑紫橋の入り口の箇所に

を受けております。

２％です。

あるひまわり街灯について、

柳の木が伸びており、車で通

件です。

付窓口等も利用して作成いた

根元が腐食しているものがあ

頂いたのは

23

また、アンケートの回答を

行する際に橋の中の状況が見

Ｑ．碧水市街地の国道沿いに

12

るので点検してほしい。

Ａ．状況を確認し、札幌開発

づらいため伐採してほしい。
済みですが、改めてもう１度

建設部へ要請します。

Ａ．令和３年度中に１度点検
点検を行います。

令和４年２月号

3

11

午後２：００から４：００まで

午前１０：００から１２：００まで

12

「ゆめぴりかコンテスト
２０２１」最高金賞受賞
１１月２２日、道内各地のゆめぴりかの中から、そ
の年の一番の出来を競う「ゆめぴりかコンテスト２０
２１」が札幌市で開催され、ＪＡきたそらちのゆめぴ
りかが最高金賞を受賞しました。
１２月１４日には、北清直人ひまわりライス生産組
合長が役場を訪れ、佐野町長に受賞の喜びを報告され、
最高金賞に輝いたゆめぴりかが寄贈されました。
ＪＡきたそらちのゆめぴりかは最高金賞受賞の特別
パッケージが施され１２月初旬より道内各地のスーパ
ーで販売されています。

認知症サポーター養成講座
を開催
認知症に関する正しい知識と理解を持ち、認知症の
人やその家族に対してできる範囲内で手助けを行う
「認知症サポーター」を養成することを目的に、１２
月１６日、公民館大ホールにおいて認知症サポーター
養成講座が開催されました。
当日は、グループホーム碧水 前施設長の及川雅裕
氏が講師（キャラバンメイト）を務められ、認知症が
起こる仕組みなどについて説明。受講された３１名の
参加者らは熱心に話に聞き入っていました。

真竜小学校児童から
町内の高齢者の方に年賀状
１２月２０日、真竜小学校「総合的な学習の時間」
において、町内でひとり暮らしをされている高齢者の
方に向けて交通事故防止と犯罪被害防止のメッセージ
を添えた、年賀状作りが行われました。
町と北竜町交通安全協会、深川警察署の協力のもと
実施されたもので、一通一通、児童による手書きのメ
ッセージやイラストが書き込まれ完成した年賀状１１
３枚が、元旦に高齢者のもとに届けられました。
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令和３年度全国民生委員児童委員連合会会長表彰伝達式
この度、第９０回全国民生委員児童委員大会にお
いて、北竜町より伊藤二三男民生委員／児童委員と、

１２月１５日に開催された北竜町民生委員協議会
において、佐野町長から表彰状が伝達されました。

杉本育子民生委員／主任児童委員の２名が永年勤続

お二人には平成２２年１２月から現在まで、１０年

民生委員／児童委員表彰区分で令和３年度全国民生

以上の長きにわたり、民生委員並びに児童委員として

委員児童委員連合会会長表彰を受賞されました。

社会福祉の増進に多大なるご尽力をいただいています。

令和４年深川地区消防組合
北竜消防出初式
１月７日、農村環境改善センターにて、令和４年北
竜消防出初式が開催されました。
出初式は、昨年に引き続いて、改善センター内で執
り行われ、加藤団長による挨拶に始まり、観閲式、佐
野町長による年頭の言葉の後、無火災による第２分団
への竿頭綬表彰並びに団員への永年勤続表彰等の伝達
が行われました。

北竜建青会がやわら保育園
にて縁日を開催
１２月１７日、北竜建青会がやわら保育園にて縁日
を開催しました。
コロナ禍にあっても少しでも園児が楽しめるイベン
トを開催してあげたい、との思いから、昨年に引き続
いて実施されたもので、保育園ホールにて設営された
出店にて「おもちゃすくい」や「ひもくじ」など、園
児みんなで楽しいひと時を過ごしました。
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令和４年２月号

議会広報委員会
Ｎｏ．３６８

月

日に開会された第４回定

例会では、３名の議員から５件の
一般質問がありました。

松永議員

が、本町では各種の老人福祉

園 に つ い て 質 問 が あ っ た が、

行政懇談会で町人事と永楽

松永議員

対策を多数実施しているので

その内容と回答について説明

減免や助成は考えていない

その中で対応したい。

願いたい。

月１日付けの永楽園園長

佐野町長

松永議員

現在検討中の新たな北竜町

職員懲罰審査委員会において

約による１便としバスとハイ

えば人権擁護委員、民生委員、

に町内在住の学識経験者（例

長で構成されているが、新た

教育長、総務課長、直上の課

現 行 の 審 査 委 員 は 副 町 長、

職員研修等を行っており、人

現在永楽園の活性化の為に

高橋副町長

ては説明を控えたい。

であり個々の異動内容につい

人事異動は組織の活性化の為

と介護員を含む役場職員との

令和４年度の行政の重要目

ヤーを使い分ける。深川滝川

社会福祉協議会役員等）を１

材育成に尽力していきたいと

外部登用はどの様な方で、ど

標と先日開催された行政懇談

線の夏ダイヤが確定次第、学

～２名、令和４年３月までに

考えている。

人事異動に関し、その主旨を

会での疑問について４点説明

生や町民に周知したい。

選任し、４月に改正規則を施

の様な構成となるのか。

願いたい。

松永議員

行するため検討中である。

問う質問があったが、今回の

①来年３月（本年３月）の中

②新型コロナウイルス感染症

佐野町長

央バス北竜・滝川線廃止に伴

対策等で、介護保険料の助成

令和４年度の現時点での
重要目標について

う北竜～雨竜追分間の代替バ

など年金生活者である高齢者

時頃は予

ス運行を計画しているようだ

に対する支援が少ないのでは

ス運行し、日中の

が、経路も含め、どの様な運

ないか。

滝川線に乗り継げるよう碧水

の為、空知中央バスの深川・

に安心して接種ができるよう

際、高齢者含め希望者すべて

対策として、ワクチン接種の

農業情勢は豊作にも関わら

「農林水産省は水田利活用の

日の日本農業新聞によると

北竜町農業存続への
方向性は

尾﨑議員

行形態を考えているのか。

佐野町長

市街から雨竜町胃の津を経由

自宅までの送迎を行ってい

ず稲作を中心とする北空知

直接払交付金を見直す方針を

新型コロナウイルス感染症

して追分市街まで１日４往

る。また、現時点では年金か

は、米価の下落という大きな

打撃を受けている。さらに先
復、通学の登下校の時間帯の

ら差し引かれる介護保険料の

尾﨑議員

佐野町長

松永議員

９

朝１便、夕方２便は定時でバ

滝川方面への公共交通確保
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で、更にひっ迫する政府の方

ら農業存続に努めている現状

国の方針に右往左往しなが

された。

固めている」との記事が掲載

ムリ・ムダのない持続可能な

達における脱輸入、脱酸素化、

はなく、資材やエネルギー調

保全の配慮、農業生産だけで

られ、有機栽培の強化・環境

戦略」では高い目標値が掲げ

北竜町は具体的な提案や決心

安心・安全の裏付けとして、

絶対に諦めない。

け金だけ自分だけ」の企業は

民 は 終 わ っ た と 思 い、「 今 だ

危惧していたが、人の好い農

目として多国籍企業の侵入を

にセットにされ売り込まれる

わない。遺伝子組み換え大豆

ネオニコチノイド殺虫剤は使

球環境に大きな影響を及ぼす

るという事を前提として、地

要。安心・安全な農産物を作

使う薬剤に十分な配慮が必

農薬については、使い方や

力不足についての調査計画・

⑨人口減による各産業の労働

のか。

口はどれくらいと考えている

⑧町民が生活しやすい限界人

に向けての取組みは。

⑦移住者への支援・定住継続

活動の有無について。

体的に整えていく必要がある

活を守っていくか。対策を具

う農業を守り町民・消費者生

き合い対処していくのか。ど

は、この事態にどのように向

農業を基幹産業とする北竜町

竜町農業再生協議会のもと各

進及び円滑な実施に向け、北

業者の経営所得安定対策の推

向を注視するとともに本町農

町に於いても、国・道の動

取り組むことが示されている。

て町は受け取らないと返答し

ゲノム種子に関する文書が来

がら進めていきたい。先日は

意見書も含めて十分検討しな

の 農 業 の 考 え 方 を 話 し 合 い、

農業委員会からもこれから

も必要なのではないか。

り得ないし受け取らないこと

る。ラウンドアップ配布はあ

薬剤は他にもいろいろあ

ない。

標数については特に設けてい

①人口増を狙った各施策の目

からの入園問い合わせ、ＰＲ

増に繋げるとの事だが、町外

向性は、やむなく離農を加速
加工・流通、環境に優しい持

が必要なのではないか。

除草剤「ラウンドアップ」の

実施の必要性について。

と思うが、理事者の考えを伺
団体と連携して参りたい。

た。

尾﨑議員

させるのは、言うまでもない。
続可能な消費などに一貫して
佐野町長

禁止を是非提案したい。

いたい。
尾﨑議員

針は、基幹産業が農業である

政府・自民党の公表した方

目標値が出されているが、２

略」として２０５０年までの

「みどりの食糧システム戦

続を考えている。

策については本年度事業の継

②人口減少に歯止めとなる施

佐野町長

佐野町長

本 町 に 多 大 な 影 響 を 与 え た。

０３５年には現在の日本の食

かけを引き続き行っている。

策を講じるよう、国への働き

では「北海道農業を守る」対

町村会をはじめ北海道町村会

盤の安定が重要であり、空知

更に種子法廃止・種苗法改

敗は農業を消滅させてしまう。

給率増加に努めない政策の失

買い叩かれる農産物、国内自

算が出ている。貿易自由化で

飢餓の危機的な状況に陥る試

標数は。

①人口増を狙った施策及び目

次の項目について伺う。

の設置を求めたが既存の部署

⑤人口問題に関する専門部署

④移住者定住化の目標は。

て。

幅に減少している点につい

ては、外へのＰＲ活動はでき

⑥やわら保育園の入園に関し

集をしたが応募がなかった。

して地域おこし協力隊員の募

⑤本年度、移住定住専門員と

そのように推移している。

学年

は、出産・入学については一

る自然減、社会減の状況。

と現状については予想を上回

③総合計画における人口目標

農業が魅力ある産業として定

糧自給率 ％を大きく下回り、

藤井議員

着するためには、農業経営基

一方、食の安全・安心を求

正で脅かされる食の安心安

②次年度に向けて人口減少に

で対応できるとの事だが。

ていないが、コロナ禍が収束

年の目標について

める消費者からは、環境に配

全。過去にＴＰＰ反対を主張

歯止めとなる施策は。

⑥やわら保育園の建設で人口

10

名 程 度 と 考 え て お り、

④今後

慮した農業への関心が高まっ

して６０００人で練り歩いた

③総合計画の予想人口より大

人 口 問 題 と 定 住 促 進・
労働力不足について

ており、本年５月に国が策定

こともある。ひとつの反対項

藤井議員

した「みどりの食糧システム

令和４年２月号

7

38

10

前 の 国 調 で は １， ９ ８ １ 人、
昨日公表のものでは１，７２

したら魅力ある保育園につい
て職員の協力を得て積極的に
４人と２５７人減少してい

藤井議員

げるが、町としては昨年度の

祉灯油対策として５割引き上

燃料の小売価格が大幅に上

予算に対し、いくら増額にな

佐野町長

昇し施設園芸や商工事業等へ

るのか。

将来予測人口の算定基準は
何か。

の影響が懸念される。町とし

対象年齢を引き下げて価格

発信していく。
南波総務課長

農協、商工会等と連携を図り

を上げた事で、１６８万円で

る。人口問題についてはより

細川住民課長

割り出した。昨年の情報はな

必要な支援対策検討する。

⑦移住者の定住継続支援策に

て は 国 や 道 の 施 策 を 踏 ま え、

平成 年の統計数値を基に

農業委員会から、現在の農

いが、２０４５年の予想人口

一層取り組んでいく。

そして居住の確保が大切であ
地をどう守っていくのか意見

ついては、まずは仕事づくり、
り、次いで教育、医療、福祉の

ている。

万円増となっ

があり、平成

非課税世帯及び均等割りのみ

上限額に到達する。

ので、電気・ガスを加えると

先ほどの数値は灯油のみな

細川住民課長

上限額に到達しているのか。

あり昨年より

書が提出されているので、農

状 の 推 移 を 比 較 し 作 成 し た。

藤井議員

町民向けとしては、町民税

施策が必要であると考える。
業振興協議会で協議していく。

課 税 の 世 帯 に 支 給 し て い る。

歳に引き下

「福祉灯油」事業については、
本年度に限り
額し支給する。

げ、支給額を１万２千円に増
しい統計数値で人口予想し対

藤井議員

人口減少は深刻な問題。新

藤井議員

年の数字と現

⑧限界人口数については、人

自然減が予想以上に多くなっ

あると思う。

た。

藤井議員

なっている。
高橋副町長

町の取組みとしての反省が

⑨各産業の労働力不足調査の

策を講じてほしい。

人口減少については自然
減、社会減だけではなく、地

油」事業では１４４万円が計

するならば、第二弾等も検討

今後も燃油代の高騰が継続

藤井議員

上され、本年度はそれ以上と

してほしい。

藤井議員

されている。道は本年度、福

令和２年度の町の「福祉灯

る。

命に対処していく。

提案されたことについて懸

佐野町長

く。

原油の高騰について

よる農作物の被害も拡大して

有害鳥獣駆除対策に
ついて
料を使用する業者等にも影響

鹿との車両衝突事故が増え

おり、事故防止・農作物被害

ているか。鹿やアライグマに

ガソリン価格が１リットル

がある。町として、原油の高

ている。鹿との衝突事故件数、

藤井議員
円程度上昇してい

騰に対して、町民、事業者の

当たり

る。軽油・灯油についても同

防止に対する駆除の強化を検

佐野町長
速いスピードでの人口減少

人身事故について町は把握し

の消費が増し、車両機械用燃

50

支援は検討されているのか。

藤井議員

藤井議員

住定住施策の中で見直してい

域・年令などの分析をして移

人減少している。昨年のま

のことだが、昨年は１年間で

２０６０年に１千人確保と

藤井議員

必要性については協議検討す

27

様。本格的な冬を迎え、灯油

36

い。

65

おいて１千人程度確保すると

口ビジョンでは２０６０年に

27

は全国的な問題である。５年

実施して聞き入れてもらいた

の要望は何か、アンケートを

けるか、定住施策として町民

北竜町の稲作を何年守ってい

が、 労 働 力 不 足 は 否 め な い。

農業も法人化が進んでいる

とも食い違っている。

ちづくり総合戦略策定の数字

50

8

佐野町長

討しているか。
のような物があるか、貸し出

お願いしたい。捕獲機材はど

らし用アパートがある。

という事も可能で寮や一人暮

月現

令和２年度は鹿による車両
駆除には狐、狸は助成対象に

し 状 況 は ど う な っ て い る か。

みては。

海道介護福祉学校を検討して

将来の選択肢に栗山町立北

認されていない。農協共済部
会での検討事項とする。アラ

増額等については対策協議

事故が２件、令和３年
ならないのか。
月、北竜町議会道内

在、警察への届け出が４件あ
昨年

續木産業課長

台程度の事故

によれば年間

【２月】

１日～２日…定期監査

入学者数が減少している現状

℡０１２３・７２・６０６０

回町民スキー大

日…北海道町村議会議員公

会、建国祭

日…第

８～９日…定期監査

７日…総務産業常任委員会

村議会議長会総会

行政視察において栗山町立北

有している。サウンドパンチ

にあるが、様々なカリキュラ

悪七 尚広）

３日…令和４年第１回空知町

ャーもあるが現在使用されて

ムで多角的に介護を学び、将

（校長

海道介護福祉学校を視察した。 北海道介護福祉学校

没情報が多く、野生動物が町
いない。箱わなが不足する時

来に向けてあらゆる視点から

少子高齢化の流れなどから

まで下りてきている。関係機
期もあるので、箱わなの追加

導いてくれる学校なのではな

基所

関では思わぬ事故が起きない
購入、個人購入に対しての支

いかと感じた。

イグマ捕獲の箱わなは

ように、啓発資料を活用し注
援を検討している。熊の捕獲

務災害補償等組合議会定例会

及び、北海道町村議会議長会

理事会

日…令和４年第１回北海道
１日…各神社元旦祭

後期高齢者医療広域連合定例

日…議会運営委員会、第１
回北竜町議会臨時会
日…定期監査

日…令和４年第１回中・北

会

日…例月出納検査

全員協議会

日 … 総 務 産 業 常 任 委 員 会、

会並びに優良勤続者表彰式

日…北竜町商工会新年交礼

集い

日…社会福祉協議会新年の

８日…成人式

７日…出初め式

【１月】

56

がある。特に今年はクマの出

農作物の被害対策として

資材は１基あるが今年度更新

意喚起している。
は、電牧柵設置事業、各種わ

■社会人から学校へ入学する

奨学金制度がある。

となる奨学金制度など様々な

校。条件を満たせば返済不要

■道内一低価格な介護福祉学

系大学への編入も可能。

く、更なる学びに向けた福祉

就職という選択肢だけではな

■介護福祉学校を卒業すると

路相談。

回、教員と個人面談を行い進

■就職先の相談として年に数

予定である。
狐、狸については在来野生
動物なので駆除することはで
きない。

問い合わせ先

った。人身事故については確
11

なの貸し出しにより対策を行
頭、

頭の駆除を行っ

っ て い る。 本 年 は、 鹿
アライグマ
た。
北竜町有害鳥獣対策協議会
では、狩猟免許 銃(・わな 及)
び猟銃所持許可を取得する為
の経費の助成をしている。熊
については、人命を守る上で
の対策が必要である。
藤井議員
駆除の助成金は鹿１万２千
円、アライグマ１千円となっ
て い る が 増 額 は で き な い か。
狩猟免許所持者確保の増強を

空知廃棄物処理広域連合議会

定例会

日…議会報告会

下旬…例月出納検査

令和４年２月号

9

11

11

25

17

18

22

25

10

12

21

28 24

31

43

10

80

室効果ガスの排出量から森

酸化炭素をはじめとする温

球の大気中に放出される二

聞きするようになった。地

ラル」という言葉をよく見

近年「カーボンニュート

産資材は石油製品が多くを

を使う上、ハウスなどの生

し、収穫物の乾燥には灯油

軽油やガソリンを燃料と

かせない農業機械の殆どが

り、大規模化／省力化に欠

自分の本業は農業であ

って欲しいと思うが、 年

りながら目標に近づけてい

くりと需給のバランスを取

を求めるのではなく、ゆっ

るのはいいが、急激な変化

国も企業も世界に同調す

全てを電気に…、なんて気

林や植物などによる吸収
占め依存度が高い。しかし
それらの代わりとなる、石

後の地球の状態を想像する

には到底ならない。

量 を 差 引 し 実 質 ゼ ロ に し、
様々な異常気象を引き起こ

ととても複雑な気持ちにな

となり、私達の生活を圧迫

的広がりが燃油高騰の一因

ろうが、急激な方針の国際

発は福島の事故以来、世論

大規模供給が期待できる原

の。二酸化炭素を排出せず

を使用する発電所によるも

進んでいない事に不安と不

逼 迫 し て い る の が 現 状 で、

か稼働しておらず供給量が

（北島 勝美）

油を使わない製品の情報は
農業機械の電動化の開

す地球温暖化に歯止めをか
政府は２０５０年までに排

発や自動車のＥＶ（電動）

る。

出量ゼロを目指している。

化が進んでいるが、日本の

殆ど耳に入ってこない。

その対策の筆頭が「脱炭

総発電量の ％は化石燃料

している。一方で何らそれ

の反発もあり 基中９基し

信しかない。

℡０１２５- ５２- ２１４４
℡３４－２１１１

砂川年金事務所
役場住民課戸籍年金係

■問い合わせ先

28

けようとするもので、日本

素」
「脱石油」であるのだ

に向けた代替整備も準備も

75

33

口座振替の申し込みはお早めに

４月振替の２年・１年・６ヵ月前納の申し込みは２月末日迄に!!

10

歳末たすけあい募金にご協力いただき
ありがとうございました
令和３年度の歳末たすけあい運動は、皆様方の温かいご理解とご協力によりまして下記のとおり総額
４９７，２３０円が寄せられました。
ご協力をいただきました町内会を始め各団体・組織、また各親睦会の皆様、並びに配分等にご尽力く
ださいました民生委員各位に対しまして心から感謝申し上げます。１２月２４日に民生委員のご協力を
いただき、対象者の方々にお見舞金としてお届けさせていただきました。
今後とも共同募金運動の推進に町民皆様のご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
ご芳名
各町内会

募金額（円）

ご芳名

１７９，
０００ 北竜町保護司

北竜町議会議員

３０，
０００ 北竜町人権擁護委員

北竜町三役

１８，
０００ 北竜ライオンズクラブ

募金額（円）

ご芳名

募金額（円）

３，
０００ 北竜町土地改良区親交会

５，
０００

３，
０００ 北竜町商工会互助会

２，
０００

１８，
０００ 北竜町社会福祉協議会役員

１２，
０００
９，
０００

北竜土地改良区役員

８，
０００ 福士村

１０，
０００ 北竜町社会福祉協議会職員

北竜町農民協議会

５，
０００ ダチョウクラブ

１０，
０００ 北空知信用金庫北竜支店

１０，
０００

北竜町商工会役員

５，
５００ 福祉センター

１１，
４４７

ＪＡきたそらち北竜支所
職員親睦会

５，
０００

北竜町教育委員

４，
０００ 真竜小学校児童会・教師

１０，
３６６

ＪＡきたそらち北竜支所
青年部

５，
０００

北竜町民生委員

１０，
０００ 北竜中学校生徒会・教師

１４，
１７７

ＪＡきたそらち北竜支所
女性部

５，
０００

１５，
０００ 北竜町日赤奉仕団街頭募金

８４，
７４０

北竜町農業委員

５，
０００ 北竜町役場一心会

合計

11

４９７，
２３０

真竜小学校児童会・教師から

北竜中学校生徒会・教師から

北竜町日赤奉仕団街頭募金（和）

北竜町日赤奉仕団街頭募金（碧水）

令和４年２月号

心配ごと相談
民生委員児童委員・人権擁護

マイナンバーカード
申請・受け取り時間外窓口

降灰予報について

たします。

務を行う時間外窓口を開設い

ードの申請・受け取り等の業

い方のため、マイナンバーカ

けではありません。火山灰は

て火山の近くで起こるものだ

きな噴石や火砕流などによっ

火山噴火による災害は、大

火山灰に注意

交通渋滞を引き起こし、ス

●道路を狭めて通行の妨害に

■火山から離れていても

（マイナンバー関連業務以外

上空の風に乗って遠くまで運

ムーズな車両走行の妨げにな

開庁時間に役場に来られな

の各種証明書等の交付、住所

ばれ、広い地域に降り積もり

ることがあります。また歩道

やめましょう
みんなが困る迷惑駐車

の変更などの業務は行いませ

ます。

建物の倒壊、交通障害、ライ

●交差点事故の原因に

妨げます。

上への駐車は歩行者の通行を

フラインへの影響、農作物の

交差点付近の違法駐車は、

降灰は、その量に応じて、
午後７時まで

被害、健康被害などをもたら

通行車両や歩行者の見通しを

日（月）
すこやかセンター

します。また、風に流されて

妨げ、事故の原因となります。

２月

ん。）

場所

住民課窓口

降る小さな噴石によって、車

持参するもの

問い合わせ先

灰予報は、気象庁ホームペー

石の範囲をお伝えします。降

と風に流されて降る小さな噴

め、噴火による降灰量の分布

響から身を守っていただくた

降灰予報では、これらの影

走行車両が衝突するなど交通

童の飛び出し事故や、夜間に

車車両の前後からの幼児・児

住宅街での違法駐車は、駐

●歩行者事故などの原因に

に重大な影響を与えます。

車両の活動を妨げ、人名救助

消防車や救急車などの緊急

●緊急車両の活動の妨げに

お手続きによって異なりま
すので、事前に住民課戸籍年

役場住民課戸籍年金係

ジでご覧になれるほか、テレ

事故の原因になります。

金係にお問い合わせください。

℡３４・２１１１

ビやラジオなどを通じて知る

●除排雪作業の障害に

も重大な影響を与えます。

住民に迷惑をかけ、生活に

ことができます。

も報告されています。

の窓ガラスなどが割れる被害

21

今月の行政相談
毎日の暮らしの中で行政が

分

委員による心配ごと相談を次

２月

日 火( )
分～３時

行っている年金、道路、河川、

日時
午後１時
場所
老人福祉センター
担当者
民生委員児童委員

瀨戸委員

人権擁護委員

中村委員・杉本 友(恵 委)員

30

の日程により開催いたします。 日時

分

30 15

窓口サービス等に対する、不
満や苦情、または要望や意見
などを受け付けています。
相談は無料で、口頭・電話・

行政相談委員
長谷川 秀幸
℡３４・２６１１

30

手紙での相談はいつでも受け
付けています。
今月の定例相談日
２月

日 火( )
分～３時
30

老人福祉センター

場所

午後１時

15

12

北竜町の事件・事故の発生状況（１２月末現在）
犯罪の発生件数

交通事故の発生件数

倉庫 脱衣場 車上
空き巣
荒らし 荒らし 狙い

暴行

合計

０

０

１

０

１

２

2021年

３

2021年

54

2021年

４

2020年

０

１

０

０

２

３

2020年

２

2020年

44

2020年

２

■お悔やみ申し上げます

堀見 研一 氏

（ 月 日）

歳

堀見

様

様

生前のお礼として

町

松浦 敏弘

社会福祉協議会へ

和

水

様

梢

碧

均

メープル歯科
℡ 0125-24-5800

竹林

深川市立病院
℡ 22-1101

９ 71

村

2/20
（日）

12

岩

多比良歯科医院
℡ 0125-54-3510

歳

深川市立病院
℡ 22-1101

松浦 正泰 氏

2/13
（日）

和 町

碧 水
寄付

様

木村きよし歯科
℡ 23-3886

ちびっこひろば
○日時
場所
内容

2月2日（水）10:00～11:30
やわら保育園園庭
元気に雪遊び

○日時
場所
内容

2月9日（水）10:00～11:30
やわら保育園
保育園自由開放

○日時
場所
内容

2月22日（火）10:00～11:30
子育て支援センター室
絵画製作

ピカピカキッズ
（対象：１歳児～）

もじり歯科クリニック
℡ 0125-32-1181
新十津川パンダ歯科
℡ 0125-76-3202

■夜間急病テレホンセンター ℡ 22-4100
※急病のため夜間・深夜・土曜日の午後から診療を受ける場合は、
夜間急病テレホンセンターに電話をしてから受診してください。

令和４年２月号

弘

深川第一病院
℡ 23-3511

深川市立病院
℡ 22-1101

26 35

簑島

2/11
（金）

℡ 22-1101

（ 月 日）

９ 89

永楽園へ

山本玲子

℡ 22-1101

深川市立病院

12

歳

山里とつなぐ紫煙や初茜

山岸正俊

※診療時間
医療機関名（歯科）は9時～12時

赤平ファミリー歯科
クリニック
℡ 0125-32-4884

2/23
(担当医・代田 剛）
（水）

竹林 花子 氏

太箸は子の贈りもの熱き喰う

阿部れい子

碧 水

観音の面輪へ凛と初朝日

吉尾広子

１

苫小牧市

何ごとも無きは褒美と初日記

山下好晴

深川市立病院

13

（ 月 日）

長老の技ひねり出す注連飾

宮脇美和子

中島雅子

元朝の身内流れる能の笛

佐藤美智子

平穏な日々繰り返し年明くる

裸木に星がきらめき降りそそぐ

医 療 機 関 名

2/6
(担当医・津田こどもクリニック
（日） 院長 津田尚也）

2/27
（日）

物 損 事 故

2021年

休 日 当 番 医
月日

人 身 事 故

町民が町外で
第１当事者となった
人身事故件数

○日時
場所
内容

2月18日(金）10:00～11:30
すこやかセンター
講話「食事の量の目安」について

北竜町地域子育て支援センター
℡ ３４ー８８０２
※新型コロナウイルスの影響により、変更になる
場合があります。

令和４年の町内会長をお知らせします

まちの動き

【任期】令和４年１月１日～令和４年１２月３１日

碧水
美葉牛
板谷
西川
桜岡

江田
川上
佐藤
吉田
櫻庭

整一
健康
正門
勉
賢一

和
和東町
和町
和本町
三谷

本多
岩本
谷内
大友
佐藤

１月１日現在（前月比）

一志
利男
康博
武
稔

世帯数 ７９５世帯(－１)
人口 １, ７１３人(－３)
男
８２４人(－３)
女
８８９人(±０)
（外国人含）

除雪 によ る事 故 か ら身 を 守 り ま し ょ う ！
北竜町の冬は積雪寒冷で積雪深１．５ｍ～１．８ｍ程度と道内でも多い方に属しています。毎
年、屋根からの転落や落雪（氷）による事故が多く発生しており、未然に除雪などによる事故を
防ぐためには、日頃から心がけることが大切です。

～ 雪による死傷者は除雪作業中に多く発生しています ～
【安全対策のポイント】
◆作業は家族や隣り近所にも声をかけて2人以上で行いましょう。
◆建物の周りに雪を残して雪下ろしをしましょう。
◆無理はせず、作業中はこまめに休憩しましょう。また、疲労時は作業しないようにしましょう。
◆適切な服装で作業をしましょう。
・着ぶくれを避け、防水性のある防寒着
・滑りにくく、防水性・防寒性のある手袋や靴
◆晴れの日は屋根の雪が緩みスベりやすくなります。命綱とヘルメットを忘れず着用しましょう。
◆はしごはしっかり固定しましょう。
◆除雪道具はこまめに手入れ／点検しましょう。
◆除雪機の雪詰まりは、エンジンを止めてから取り除きましょう。
◆作業時は携帯電話を持ち歩きましょう。
◆作業時はガス設備の破損に注意しましょう。
【問い合わせ先】役場総務課庶務係（防災）：℡３４－２１１１

「必ずチェック 最低賃金！

北

海

道

最

使用者も、労働者も」

低

賃

金

北海道内で事業を営む使用者及び、その事業場で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、
アルバイト等を含む）に提供される、北海道最低賃金が次のとおり改定されました。

最低賃金額 時間額

８８９ 円

／ 効力発生年月日 令和 ３ 年１０ 月 １ 日
厚生労働省

北海道労働局

労働基準監督署(支署)
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【 第１６回 】

北竜町の認知症施策
（担当：内田 奈保子）

２０２５年には６５歳以上の高齢者５人に１人が認知症になるのではないかと言われているこ
とをご存じの方も多いと思います。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。記憶力が低下し
たり、日常生活や対人関係に支障がでることもあります。
早い段階から治療を開始することで進行を遅らせたり、原因によっては適切な治療を受けるこ
とで症状が回復することも期待できるので、他の病気と同じように早期診断と早期治療がとても
重要と言われています。北竜町の認知症施策についてお伝えします。

① 認知症地域支援推進 員
北竜町には１名の認知症地域支援推進員
がいます。
月１回、相談時間を設けており、認知症
の方や家族の相談にのっています。また、必
要な方へは訪問によって医療や介護などサ
ービスについての情報提供も行っています。

■認知症物忘れ相談
【実施日】 ２月１４日（月）
３月１４日（月）
【時 間】 １０：００～１２：００
【場 所】 碧水地域支え合いセンター

②認知症初期集中支援チーム
認知症になっても本人やご家族の自立した生活をサポートするために、認知症の
サポート医と保健師、社会福祉士がチームとなって連携を図りながら、ご本人やご
家族に合わせてサポートを集中的に行います。
【対象となる方】
①４０歳以上で在宅生活をしている、認知症や認知症が疑われる方
②医療サービスや介護保険のサービスにつながらない、または中断している方
③認知症の症状で対応に困っている方 など

詳しくは、住民課介護予防係までお問い合わせください。

【問い合わせ先】
役場住民課介護予防係

℡：３４－２１１１

ちょっとしたお悩みや不安なことなど、なんでもご相談ください。

２月の
保健行事

● にこにこベビーズ

８日（火）10:00～11:30

すこやかセンター

● ヘルシー講座

14日（月）10:00～11:30

すこやかセンター

● 健康相談

25日（金）13:30～14:30

碧水地域支え合いセンター

※変更になる場合がありますので、
防災無線等でご確認ください。
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令和４年２月号

令和３年分

確定申告

～ 申告書は自分で作成してお早めに ～
令和３年分の所得税の確定申告の受付が２月１６日（水）から始まります。

〈 受付期限 〉
所得税及び復興特別所得税
消費税及び地方消費税〔個人事業者〕

３月１５日（火）まで
３月３１日（木）まで

確定申告書は、「前年の申告書控え」や「確定申告の手引き」などを参考に作成し、お早め
に提出して下さい。なお、国税庁ホームページでは、パソコン／スマートフォンなどから、
所得税／消費税／贈与税の申告書を作成し、ｅ-Ｔａｘ(電子申告)又は印刷して郵送で提出す
ることができますので、新型コロナウイルス感染防止の観点から、是非、ご自宅での申告書
の作成／提出をお願いします。
郵送により提出される方は、封筒に事業所個別郵便番号（〒０７８－８５０７）を必ず記
載し、
「札幌国税局業務センター旭川分室」宛に送付してください（住所の記載は不要です）。
申告書には、申告者ご本人や扶養親族の方などのマイナンバーの記載と申告者本人の本人確
認書類の提示又は写しの添付が必要です（控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの
本人確認書類は不要です）。
深川税務署の閉庁日（土／日曜日、祝日等）は、申告相談及び申告書の受付は行っており
ませんので、ご注意ください。

■確定申告会場における入場整理券方式について
深川税務署の確定申告会場へ入場する際には、会場内の混雑緩和のため、入場できる時間
枠 (午前９時から午後４時まで)が指定された「入場整理券」が必要です。
入場整理券につきましては、深川税務署内に設置の申告会場で当日発行するほか、１月
２２日（土）より、通信アプリ『ＬＩＮＥ』を使用して、国税庁の公式ＬＩＮＥアカウント
を「友だち追加」した上で、オンラインによる事前発行も可能です。
なお、入場整理券の発行状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。また、
電話や窓口などで入場整理券の事前発行を行っておりませんので、ご注意ください。入場整
理券の当日の配付状況につきましては、２月１６日（水）から、国税庁ホームページ「確定
申告特集（本番編）」にて掲載を予定しております。深川税務署の確定申告会場へ入場する際
には、検温を実施するほか、マスクの常時着用、手指の消毒をお願いします。

■ご自宅から ｅ-Ｔａｘ（電子申告）により申告書の提出ができます！
ｅ-Ｔａｘ（電子申告）については、次の２つの方式が利用できます。
①マイナンバーカード方式
マイナンバーカードと「マイナポータルアプリ」をダウンロードしたマイナンバーカード
読取対応のスマートフォン又はパソコンとＩＣカードリーダライタを利用して、ｅ-Ｔａｘで
申告書のデータが送信できます。
（次ページに続く）
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②ＩＤ・パスワード方式
①以外にも、本人確認に基づき、事前に税務署で職員との対面により手続きを行った際の「Ｉ
Ｄ・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたｅ-Ｔａｘ用のＩＤ・パスワードを使用して、
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からｅ-Ｔａｘで申告書のデータが送信
できます。

なお、スマートフォンによりｅ-Ｔａｘを利用することができるのは、給与所得がある方や
年金収入などの雑所得がある方、生命保険の一時金などの一時所得がある方などが対象です。
また、令和３年分の確定申告から、スマートフォンで申告する場合に、スマートフォンの
カメラで「給与所得の源泉徴収票」を撮影することで、確定申告書等作成コーナーの該当項
目に自動入力がされるほか、パソコンで申告される方も、スマートフォンを使用し、アプリ（マ
イナポータルアプリ）を使用してパソコン上に表示された２次元バーコードを読み取った上
で、マイナンバーカードを読み取れば、ＩＣカードリーダライタを使用せず、マイナンバー
カード方式によるｅ-Ｔａｘ送信ができますので、ぜひご利用ください。

【問い合わせ先】 深川税務署

℡２３－２１９１

北竜町不妊治療費助成事業について
北竜町では、不妊治療をされているご夫婦の経済的負担軽減を目的に、不妊治療に要した
本人負担額の一部を助成しています。
不妊治療に関することや、詳しい申請方法などの相談は随時受け付けていますので、北竜
町役場保健指導係までお気軽にご相談ください。

■一般不妊治療費助成

（薬物療法、タイミング法、人工授精などの治療）

■対象

北竜町にお住まいのご夫婦で、公的健康保険に加入されている方

■内容

一般不妊治療費の自己負担額の２分の１を助成します。
（申請は一年度に１回、上限を１０万円とし、通算３年まで助成します）

※令和３年度中に実施した治療については、令和４年３月末日までに申請して下さい。

■特定不妊治療費助成
■対象

（体外受精・顕微授精等）

北海道特定不妊治療費助成事業による助成の決定を受けた方で、
ご夫婦どちらかが北竜町にお住まいの方

■内容

特定不妊治療費の自己負担額から、北海道の特定不妊治療費助成金を
控除した金額の９割を助成します。
（１回の申請につき上限１５万円）

事業の詳細については、北竜町ホームページでも紹介しています。不明な点はお問い合わせ下さい。

【問い合わせ先】 役場住民課保健指導係（TEL ３４－２１１１）
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令和４年２月号

Ｎｏ．２８２
こころ

体も心も
負けないぞ！

からだ

荒っぽい冬ですね。

まあいつもの冬と同じく雪の

台風並みの風が吹き荒れたり。

強い寒気に停滞されたり、

を持ちにくいです。

状や軽い症状だと感染の自覚

療養に努めます。しかし無症

人との交流を避け安静にして

このご時世、誰もが用心して

発熱などの症状があれば、

ン扱いしてはいけません。

また感染者さんをバイキンマ

る事ではありません。

罰せられたり非難されたりす

事は決して罪ではありません。

覚で他人に感染させてしまう

でもね、感染者さんが無自

ス入ってきてはいけませんよ。

奴隷でこき使われています。

そうなると家族や親しい友人

病人です。感染症の被害に遭

軽かったりする事です。

コロナウイルス感染患者が発

に対しソーシャルディスタン

われた方なのです。

ドカンと雪が降ったり

生しました。この記事が皆様

スの確保や三密を避ける事は

人権保護やプライバシーの点

日現在、町内で新型

に届く頃にどのような展開に

難しくなります。

１月

なっているか非常に興味があ

奴だと想像しています。世界

今までのウイルスとは異なる

拡大してきているところから

は異なり連続して周辺地域に

発生があり以前の単発発生と

正月頃から深川地区で患者

状態の確認や定期的に迅速抗

ていますが）職員全員の健康

ましたので（防護服は着用し

診療所でも患者さんと接し

と思う心構えが必要でしょう。

スを持っているかもしれない

ら、無症状でも自分はウイル

身近に患者発生があったな

助長しているようにも感じま

デマが出現し、偏見や差別を

ます。変に隠すことで憶測や

も情報の共有が必要かと思い

には感染拡大防止の意味から

ありませんが、関係者レベル

す。大ぴらに知らせる必要は

から日本では情報は非公開で

ります。

中からの情報によりますと重

私たちも用心しますので皆

コロナの時代です。たくさ

す。日本国民はもっと成熟し

ルエンザや風邪に近い症状だ

さんも気をつけてください。

んの情報を嫌と言う程聞かさ

原検査を実施しています。

そうです。また感染力が強い

熱が無くて軽い風邪症状でも

蛋白が細胞表面への親和性が

性でウイルス表面のスパイク

一つはウイルスそのものの特

ると私は考えています。

ちょっくら診てくれや」と一

「 お う、 た だ の 風 邪 だ か ら、

の指示に従ってください。

必ず電話連絡を入れ職員から

受診はご遠慮ください。

いようにしましょう。

に体だけではなく心も負けな

に対し労りの心を持ち、病気

けでなく、病気を知り、病人

ていると思います。

との報告です。

れています。

ど～だらこ～だら的な話です。

般患者さんがいる中にドスド

病気を忌み嫌い逃げ回るだ

もう一つは症状が無かったり

感染力には二つの要素があ

今までの様に、連絡なしでの

症化や死亡例は少なくインフ
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浦本幸彦
診療所長
ま

北竜町立診療所

休診日のお知らせ

２月９日(水)は午後３時より浦本先生が深川市において介護認定審査会
に出席のため、午後より休診となります。午前中は診察を行っています。
※なお、２月４日(金)・７日(月)・８日(火)は医師不在となります。
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北竜町教育委員会
子どもと高齢者のふれあい事業
「餅つき体験」を開催
１２月４日に、子どもと高齢者のふれあい事業「餅
つき体験」を改善センター体育館と公民館和室にて
開催しました。
参加した２６名の児童は、臼と杵での昔ながらの
餅つき体験とボードゲーム等で推進委員さんとふれ
合い、食事会では雑煮やカレー餅などの餅料理を堪
能しました。

フロアカーリングをしてみませんか
「氷上のチェス」と呼ばれ、オリンピックでも有名
なカーリングですが、北竜町改善センターでは、室
内用のフロアカーリングを３セット用意しています。
1セットあたり２～８人が参加でき、特に力も必要
ないため、誰でも手軽にカーリングの雰囲気を楽し
むことができます。町内のイベントやレクリエーショ
ンなどで使いたい方にも貸出は可能です。また、初
めての方でも職員がサポートしますので、興味のあ
る方は、教育委員会社会体育係までご相談下さい。

公民館講座「プラモデル教室」を開催
１２月８日に公民館講堂にて公民館講座「プラモ
デル教室」を開催しました。講師には深川市より佐
藤健司 氏をお招きし、プラモデルの作成のコツなど
を教えていただきました。
参加者は児童から大人まで幅広い年代で、新しい
趣味作りの時間として、有意義な時間となりました。
プラモデル教室は来年度も開催する予定ですので、
興味がある方はぜひご参加ください。

図書館から新刊のお知らせ
北里柴三郎

感染症と闘いつづけた男

STANDARD BOOKS

上山 明博

岡潔 数学を志す人に

岡 潔

身のまわりのありとあらゆるものを
化学式で書いてみた

山口 悟

他、約５０冊の新刊が入りました。
くわしくは今月発行の「図書館だより」をご覧ください。

公民館・改善センター
図書館・郷土資料館の休館日
2月 7・14・21・28日（毎週月曜日）
※新型コロナウイルスの影響によって掲載した行事や、
施設の開館状況が変更される場合があります。
図書館・郷土資料館の開館時間
火～土曜日 9:00～18:00／日曜日 9:00～17:00

生涯学習カレンダー
月 日

行

事

名

子どもと高齢者の
2/26 ふれあい事業
（土）
「雪遊び・閉講式」
下旬

公民館講座「押花教室」

場

所

時 間

改善センター
14:30～
体育館
公民館講堂

公民館講座「英会話教室」 公民館講堂

※新型コロナウイルスの影響によって掲載した行事や、
施設の開館状況が変更される場合があります。
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令和４年２月号

小笠原

父

ひより

さん

日生まれ

拓宇

さん

柊依 ちゃん

月

小笠原
友美恵

27

とうま

さん

母

令和２年

惇

さん

日生まれ

彩乃

元気いっぱい遊んでいます。

みんなを笑顔にしてくれて

ありがとう。

12

橙真 くん

月

舟橋

12

舟橋

令和２年

父

母

食べる事、お兄ちゃん大好き

いっぱい食べて大きくなります。

!!

12

みのり っ ち 北 竜
新規 出 荷 者 募 集 中 ！
みのりっち北竜では新規の出荷者を募集しております。町内にお住みの方であれば、どなたでも出
荷することができます。まずは少量の自家野菜からでも出荷してみませんか？
加工品や手芸品の出品も大歓迎です。出荷申し込みにつきましては下記のとおりになっております。
募集は随時受け付けておりますので、ぜひご検討ください。
●年 会 費 : １，５００円
●提出書類 ： 協定書、生産履歴、出荷予定表、通帳の写し（販売代金振込先）
※提出書類は、
サンフラワーパーク北竜温泉又は役場産業課にございます。
【問い合わせ先】
役場産業課農業担い手係：TEL ３４－２１１１

広報ほくりゅう
令和４年２月号

2022.2
No.678

発行
編集

北竜町
企画振興課広報統計係

お気軽に
ください！
お問い合わせ

〒078-2512 北海道雨竜郡北竜町字和11-1
℡ 0164-34-2111
HP http://town.hokuryu.hokkaido.jp
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